
第19回関西学生ラクロスリーグ戦

＜リーグ戦表彰選手＞

男子 中井　裕介 京都大学 女子 森寺　麻衣 大阪国際大学

男子 本木　健大朗 立命館大学 女子 渡邊　千絵美 関西学院大学

男子 小池　智 龍谷大学 女子 児島　麻友美 同志社女子大学

男子 川崎　知泰 関西大学 女子 白井　里奈 甲南大学

＜男子＞ ＜女子＞

ベストAT 阿部　淳也 関西学院大学 ベストＡＴ 浅井　美帆 同志社大学

ベストMF 由良　進二 立命館大学 ベストＭF 蜂須賀　美羽 大阪大谷大学

ベストLMF 松本　明大 立命館大学 ベストＤＦ 桑田　亜也加 関西学院大学

ベストDF 中井　裕介 京都大学 ベストＧ 萩田　綾乃 神戸学院大学

ベストＧ 冨永　真史 立命館大学

＜男子＞ ＜女子＞

1部 中井　源吾 同志社大学 1部 浅井　美帆 同志社大学

2部 小柴　眞太郎　 大阪大学 2部Aブロック 元氏　香奈絵 京都産業大学

2部Bブロック 西川　聡美 神戸親和女子大学

3部 細見　克彰 追手門学院大学 3部 辻　　奏子 大阪経済大学

＜男子＞ ＜女子＞

1部 三橋　祐樹 同志社大学 1部 阪本　佳菜子 同志社大学

2部 北原　教史 大阪産業大学 2部Aブロック 元氏　香奈絵 京都産業大学

大西　惇樹 大阪学院大学 2部Bブロック 佳本　真季 甲南女子大学

3部 今井　雄大 追手門学院大学 3部 前田　紗央里 関西大学

＜男子＞ ＜女子＞

1部 立石　裕章 近畿大学 1部 佐々木　麻衣 立命館大学

2部 北村　優治 大阪学院大学 2部Aブロック 呉松　沙織 大阪大学

2部Bブロック 筧中　恵未理 甲南女子大学

3部 山本　拓哉 流通科学大学 3部 八代　沙織 神戸市外国語大学

【1部リーグ　最優秀選手】

【1部リーグ　優秀選手】

【アシスト王】

【1部リーグ　ベストポジション】

【得点王】

【2部　最優秀選手】

【3部　最優秀選手】

【セーブ王】

2008 Copyright Japan Lacrosse Association,All Right Reserved.



＜男子＞ ＜女子＞

＜男子＞ ＜女子＞

＜男子＞ 渡辺　孝太 ＜女子＞

立命館大学

AT 阿部　淳也 関西学院大学 AT 浅井　美帆 同志社大学
安達　賢 京都大学 山本　千恵 関西学院大学
三橋　祐樹 同志社大学 MF 蜂須賀　美羽 大阪国際大学

MF 由良　進二 立命館大学 五島　亜紗子 大阪大谷大学
中原　一磨 関西学院大学 森寺　麻衣 大阪国際大学
吉川　輝 京都大学 織田　郁子 神戸学院大学

LMF 松本　明大 立命館大学 林　　瑠璃 同志社大学
DF 中井　裕介 京都大学 藤高　彩 同志社大学

信澤　研介 京都産業大学 渡邊　千絵美 関西学院大学
安藤　誠 立命館大学 DF 桑田　亜也加 関西学院大学

G 冨永　真史 立命館大学 大塚　久美子 武庫川女子大学
G 萩田　綾乃 神戸学院大学

AT 北原　教史 大阪産業大学 AT 児島　麻友美 同志社女子大学
桑田　智史 大阪大学 杉本　梨絵 近畿大学
小柴　眞太郎 大阪大学 MF 元氏　香奈絵 京都産業大学

MF 小塚　羽備 大阪経済大学 鈴木　雅子 京都産業大学
川本　真大 甲南大学 木梨　桃子 甲南女子大学
坪井　元哉 神戸学院大学 崎久保　里紗 近畿大学

LMF 沖　　孝則 大阪産業大学 西川　聡美　 神戸親和女子大学
DF 笠原　慎也 大阪産業大学 佐藤　枝里香 神戸親和女子大学

西村　宏文 大阪経済大学 菊池　美穂 奈良女子大学
樽田　憲明 甲南大学 DF 伊藤　綾乃 流通科学大学

G 坂本　達矢 甲南大学 貴田　佳実 神戸大学
G 大塚　雅子 近畿大学

AT 川崎　知泰 関西大学 AT 山上　陽子 梅花女子大学
金川　英生 帝塚山大学 永井　みさき 佛教大学
今井　雄大 追手門学院大学 MF 白井　里奈 甲南大学

MF 小川　裕之 京都工芸繊維大 辻　　奏子 大阪経済大学
城　　裕司 追手門学院大学 川添　綾 甲南大学
細見　克彰 追手門学院大学 塚本　有希奈 梅花女子大学

LMF 岡田　裕樹 帝塚山大学 斎藤　泉 大手前大学
DF 束田　英雄 京都工芸繊維大 長田　亜美 大阪体育大学

森田　大史 追手門学院大学 河合　律子 追手門学院大学
内藤　大輝 追手門学院大学 DF 森谷　好未 関西大学

G 本荘　愛彦 桃山学院大学 常盤　恵 京都女子大学
G 長谷川　香 佛教大学

【PRIDE　OF　LACROSSE賞】
大阪国際大学

関西学院大学 梅花女子大学
【PRIDE　OF　OFFICIAL賞】

関西学院大学

【ゼブラ賞】

男子ベスト10 女子ベスト12

【リーグ戦功労賞】
中村　友香

＜3部リーグ＞ ＜3部リーグ＞

伊藤　奈緒子

＜1部リーグ＞ ＜1部リーグ＞

＜2部リーグ＞ ＜2部リーグ＞
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